ものと思います。

ております。

議会の運営にたずさわりたいと思っ

出の委員の方々のご協力をいただき、

してのあり方などを含め、各会派選

目や地方自治法改正による議会と

期の継続事項である議会改革の項

任し、身が引き締まる思いです。前

私も議会運営委員会委員長に就

営上最も重要な委員会です。

事項すべて扱う機関であり、議会運

案の他、議会運営上必要と認める

の起草、議会の条例及び規則の立

に振り分けるかなど、又意見書等

日までの工期で工事が進められる 議案や請願、などをどこの委員会

が本会議で質疑を行いました。学校 公正円滑に運営されるように話合
の夏休期間～最長来年一月二十五 いを行い、議長の諮問に応じる他、

議会運営委員会委員長に
新しい正副議長が決まりました
改正」に関連した一般会計補正予
就任いたしました
（新）議長
算では、国の制度改正による高校
議会運営委員の任期満了に伴い、
小林 薫
議員
４期
授業料無料化との事でしたが、国
新議長のもとに新たに十二人の委
（新）副議長
庫支出金との差額が生じ本市が財
員が選任されました。
荻窪 一郎 議員
３期
源調達を行う事となりました（詳
議会運営委員会 委員長
天候もおもわしくなく、体の不
小野澤 康弘 議員
しくは２Ｐ）。教育委員会からの議
調を訴える方も多い今日この頃で
議会運営委員会 副委員長
案では小中学校耐震補強工事（校
あります。国は首相が変り大小各
大泉 一夫
議員
舎、体育館）が十議案と本市では久
議会運営委員会とは平成六年十
政党が思い思いの政策をかかげ論
しぶりの大量工事、請負契約議案 二月二十二日より規定の設置から
戦をしております。民主党、自民党
が提出され、私を含め４人の議員 条例に基づく設置となり、議会が
ともに消費税１０％の政策をかか
げております。本気で日本の将来
を考え始めたのでしょうか？
さて「ひげ通信２９号」も６月定
例議会の本会議の内容や一般質問
を含め記載させていただきました。
文章の多さから紙面上の字が小さ
くなった部分や写真の構成等によ
り不都合もあるかと存じますがご
報告させていただきます。
六月定例議会は六月二日から六
月二十二日の日程により終了いた
しました。本会議は通常議案及び、
人事案件を含め二十四の議案を審
査いたしました。中でも「市立川越
高等学校授業料等徴収条例の一部

前 山口智也 議長
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主な議決案件
六月定例議会の主な議案

新井
石川
近藤
高橋
本山
若海

喜一
智明
芳宏
剛
修一
保

今回の入札に当り、各落札業者に
は安全に確実な工事を工期通り行っ
てもらいたい。もう一つは市の入札
は最低制限価格を設けており、より
不当な入札やダンピングによる受注
が行われた場合、工事の手抜きや下
請けへのしわよせや労働条件の悪化
をまねく恐れの防止という事であり
ますが、現実に１０件の入札で落札
額と最低額の差が１億２４９２万円
という事は体育館の耐震補強工事が
一校出来てしまう事になります。
現在の市場経済を考えた場合、民
間企業は仕事を得る為には自らの利
益率を落してでもしっかりとした仕
事を会社の為につくるという姿勢が
あると思います。
私は今回の入札で川越市内の業者
さん達のそのような姿勢を感じ取り
ました。最低制限価格も分かります

会派代表本会議質疑
○入札の公告、締切、開札はいつ が、現実の市場経済と市の財政を考
議案５５号～６４号
行われたか
えた場合に、単に低廉化が悪いとい
学校耐震補強工事請負契約につ
○入札の公告から開札までの期間
う事にはつながらない場合もあるか
いて
（原案可決） に問題はなかったか
と考えます。この様な事を指摘し、
※あまりにも無効が多かった為
市長の感想を求めました。
○１０議案全ての最低額と落札額、 ◎一般会計補正予算
それぞれ合計した場合の差額はいく
国の法律改正により公立高等学校
らか
の授業料が不徴収（無料）となり、
最低価格の入札合計
国からの国庫金を期待していました
２２億２９４０万８千円 が、本市に影響が出ました。
今まで徴収していた授業料
落札価格の入札合計
１億２５２４．１万円
２３億５４３３万２千円
制度改正による国からの支出金
差額
１億２４９２万４千円
１億 ７６５．７万円
川越市での差額財源負担
私が思う今後の課題
１７５８．４万円
なぜこのような事になったのか。
現在市立川越高校の市内生徒の授
業料は月額９，９００円、市外生徒
の授業料は月額１４，５００円と授
業料に差がありました。国は公立高
校の※無料化の計算基準を月額９，
９００円とした為に市外生徒の差額
分を本市で財源調整する事になりま
した。
※公立高校とは基本的に県立高校
を基準として計算を行った為
○議案５４号
川越市立高等学校授業料徴収条例
の一部改正
前記に関連して川越市は次の通り
改定しました。
市内生徒 入学料 ５、０００円
改定→
５，６５０円
市外生徒 入学料５０、０００円
改定→
１００、０００円

私は耐震補強工事に関して昨年九
（六月二日～六月二十二日）
月議会の一般会計補正予算の質疑に
主な議決案件
専決処分の承認を求めることに おいて、技術的な部分と体育館、校
ついて
二件（承認） 舎に係わる生徒と授業の関係と学校
条例の制定について
一件 開放等による体育館利用の問題を、
（原案可決） 確認を含め何点かご指摘させていた
条例の一部改正について 六件 だきました。今回は今年の七月に工
（原案可決） 事に入る為の請負契約についての議
請負契約について
十件 案の為、入札の仕組みや中身につい
（原案可決） て質疑を行いました。
○議案５５号
広域連合の協議について 二件
名細小学校耐震補強工事
（原案可決）
入札業者１０社中６社が無効、３
補正予算
一件
（原案可決） 社が辞退の理由とは。
○議案５７号～６４号
同意を求める事(公平委員) 一件
２校で一つの契約の場合と一校で
（同意）
二つの建物（校舎、体育館）を一契
意見を求める事(人権擁護委員)
約とする場合の積算に相違があるか
二件（同意）
※議案５５号、５６号
請願
二件
名細小学校、川越小学校は一業者
詳しくは議会だよりを参考に
が校舎と体育館の工事を行う
※議案５７号～６４号
議会運営委員会委員の選任
一業者が２校の体育館工事を行う
○最低制限価格を設ける意味
○とり抜け方式による入札のメリ
ット・デメリット
※とり抜け方式とは
複数の同業種の工事を同時に発注
する場合、一社が落札できる工事数
をあらかじめ制限して行う入札方式

◎小野澤 康弘
○大泉 一夫
片野 広隆
関口 勇
松井釜太郎
吉田 光雄

私の議会質問

変お世話になっている「川越藩火
縄銃鉄砲隊」による火縄銃演武が
現地で行われました。残念なのが
直前になり火薬の使用が出来ず、
本市議会の一般質問では
すさまじい銃声は体感できません
２項目の表題をかかげまし
でしたが、私は館跡にあった無形
た。まず、川越市の都市計
の事業としては大変すばらしいも
画の分野ではまちづくり条
のと感じました。鎌倉武士とは日
例制定の件であります。第
頃より武士の訓練として笠懸（か
３期総合計画実施計画では、 さがけ）や流鏑馬（やぶさめ）他
二十二年度制定とあります。 などを行っていたそうです。その
その間都市計画審議会から
点では河越氏と関連のある上戸の
の早期制定に向けての提言
日枝神社は京都の新日吉社（いま
などもあり、都市計画部の
ひえしゃ）が総本社であり、平安
進捗に疑問をいだいたとこ
時代当時から京都新日吉社では流
ろもあり、なぜ遅れている
鏑馬が盛んに行われていたそうで
のかとの指摘と本市のまち
すので、河越館跡で行えないかど
づくりのあり方などを質問
うかも含め提案してみました。
いたしました。
川越市まちづくり条例
（仮）川越市まちづくり
まちづくり条例と
条例と
又２項目には本市でも国
まちづくりについて
指定でもある河越館跡史跡
○
都市計画マスタープラン策定後
の活用について質問をいた
十年経過するが、市民参加による
まちづくりが実践されていない
しました。鎌倉武士の時代
がどう思うか
の史跡として貴重であり本
市の財産でもあります。昨 ○ （仮）川越市まちづくり条例の策
定に向けた現在の取組み状況
年の十一月十五日に第一期
公園整備工事も終了し、市 ○ 都市計画審議会から提言された
条例の基本的な方針についての
民に開放されています。五
市の見解は
月二十九日には文化財保護
○ 平成十八年度都市計画法の改正
課の主催事業により甲冑
と本市の矛盾
（かっちゅう：よろい、か
○ 市街化調整区域のまちづくりに
ぶと）で本市の事業でも大

ついて
○ （仮）川越市まちづくり条例を速
やかに策定すべきと考えるが市
長の認識は

河越館跡史跡で川越藩火縄銃鉄砲
隊による演武でタイムスリップ
主催 教育委員会

河越館跡史跡の草原での１５００
年代の時代背景にもどり、地元関係
者も甲冑(かっちゅう：よろい、かぶ
と)をまとい、まるでタイムスリップ
でもしたかのような模様でした。

河越館跡史跡の活用について
活用について
河越館跡史跡の
○ 河越館跡史跡公園の経緯
○ 国指定史跡河越館跡公園として
の市民へのＰＲ
○ 開園後の利用状況
○ 開園後の活用状況
○ 上戸小学校内の展示室の利用状
況
○ ガイダンス建設を早める事は出
来ないか

5/29 火縄銃演武
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行政の情報は市民の共有財産である

○ 地域住民と活用に関する現状や
今後の予定
○ 具体的な活用とは
○ 河越館跡の活用は市全体での取
組みが必要と考えるが、今後どの
ように取組もうとしているのか
○ 河越館火縄銃演武についてのい
きさつ
○ 河越館火縄銃演武を来年も行っ
て欲しいが、今後の予定は
○ 活用事業の一環で時代背景とし
て河越館にふさわしい「流鏑馬
（やぶさめ）
」を行ってはどうか
教育長
鎌倉幕府の御家人にとって、騎兵
や弓矢の技術の鍛錬は必須であった
ため、河越氏も日頃から流鏑馬（や
ぶさめ）や笠懸（かさがけ）など訓
練を行っていたと考えられます。ま
た、流鏑馬は上戸の日枝神社の総本
社（そうほんしゃ）にあたる京都の
新日吉社（いまひえしゃ）でも平安
時代から盛んに行われていましたの
で、河越氏と流鏑馬の関係は深いと
考えられます。
以上のような歴史的な根拠もあり
ますので今後、活用事業の一環とし
て流鏑馬を行う場合には、関係機関、
関係者との調整の上、史跡の保存や
安全面などで条件が整えば、行って
いきたいと考えております。

一生の宝物とします。

・吉田地区
上戸小学校区
（仮称）西部地域振興
道路安全対策
川越市政の
川越市政の
ふれあい拠点施設整備事業
上戸小学校でゲストティーチャー
・名細地区第一土地改良区
ココに注目！
にかかる解体工事について
鯨井耕地内番田堀排水路の整 上戸小ＰＴＡの活動を終えて７年
備について
川越西口に計画されている川
が経ちました。お世話になった上戸
川越市公開事業点検
小から地域のゲストティーチャーと
越市と埼玉県の共同事業である
（いわゆる事業仕分けです）
趣味 初めて小麦をつくりました！ して招かれ、私(川越祭りの話し)と
西部地域振興ふれあい拠点施設
川越市事業点検を公開で行い
昨年の十一月二十八日同僚議員で 同じ自治会の竹田知子さん(一時期
もいまだ具体的な進捗報告は市
有名になった織物で知られる川越唐
あり農業専門家の三上喜久蔵議員よ
ます。
から受けておりませんが、解体工
桟の言い伝えのお話し)が日程を分
り小麦の種を用意してもらい、
地元有
実施日時および会場
け６年生の授業を受け持ちました。
事について川越市は解体設計費 志と麦まきをし
平成二十二年七月二十四日(土）
と解体工事費の１０％を県に支 ました。私にと
九時三十分～十七時三十分
っては初めての
払う予定です。
事で、くわでさ
川越市民会館 ２Ｆ
解体対象物
くをつくり、肥
第一～第三会議室
① 旧埼玉県立川越図書館
料と種をまき、
事業名
３７４０㎡ 麦ふみ、鳥よけ
① 人材育成の推進(職員研修)
② 旧川越福祉センター ２９１３㎡ と農作業し、六
月十九日に刈取
総務部職員課
（旧南公民館分）６７３．６５㎡
脱穀を終えまし
② 市内循環バス運用経費補助金
③
その他、付属施設
２４８㎡ た。
都市計画部都市交通政策課
合 計
６９０１㎡
③ 庁用自動車管理
今年も笠幡菖蒲園が開花しました
地 域 要 望
総務部管財課
六月十二日～六月二十日
・鯨井地区 暫定利用グランドゴルフ
④ 学校施設の開放
毎年ご苦労様です。
今年は全体的に
練習場隣接に水道設置
文化スポーツ部スポーツ振興課
日程より開花の遅れを心配しました
・つくし自治会
雨水対策による道路
⑤ 要介護高齢者手当支給
整備
が皆さんの力で翌週には満開でした。
福祉部高齢者いきがい課 ・平塚地区 地区内交通安全対策
菖蒲園の手作り団子はおいしいです
交通安全対策
よ！
⑥ 総合健診・スマイル健診事業 ・霞ヶ関
東小校区 東京国際大学第二キャ
保健医療部成人健診課
ンパス南側地域住民要望
⑦ 環境マネジメントシステム推
により道路交通安全対策
として３課合同協議。
進事業(ISO 環境マネジメント
・環境道路整備課
定期審査委託)
・道路建設課
環境部環境政策課
・河川課
⑧ 勤労者住宅資金融資
小野澤康弘 議員
授業の数日後に６年生の各生徒さ
桐野 忠
議員
産業観光部緊急地域経済対策室
・的場中組自治会
ん が感 想を 書か れた 文集 をい た だ
詳細は政策財政部
川越市へ地域要望
き、とても感動いたしました。私の
政策企画課 政策担当
各種協議
6/12 菖蒲園にて

6/19 脱穀作業

6/20 菖蒲園

5/27 上戸小にて

6/1 竹田知子さんの授業
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